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【 TCM Seminar for Therapist 】
専⾨家レベルで学ぶセラピストのための実践東洋医学

NO.10

無断での複製・複写（コピー）転記禁⽌

実践東洋医学セミナー
前回の復習です

質問１
腎の病証名を４つ？

答え
・腎精不⾜  ・腎気虚
・腎陽虚   ・腎陰虚

質問２
腎の病証の

ポイントは？

答え

 ・すべて虚証
 ・何が不⾜しているか？
  →精・気・陽・陰
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質問３
・三焦の２つの概念
 とは？

答え
 ・気と津液の通路
 ・上焦、中焦、下焦 

〈 本⽇の内容〉

 第３節 経絡

  Ⅰ 経絡の概念
  Ⅱ 経絡の機能
   １）臓腑と⾝体各部および体表をつなぐ
  Ⅲ 経絡の構成
   １）経脈
   ２）絡脈
   ３）⼗⼆経筋
   ４）⼗⼆⽪部
  Ⅳ 経絡の病理
   １）⼗⼆経脈の病証
   ２）是動病と所⽣病

 第３節 経絡
  Ⅰ 経絡の概念
  Ⅱ 経絡の機能
   １）臓腑と⾝体各部および体表をつなぐ
    A.⽣理物質の通路
    B.病邪が伝わり、病態を反映する通路
    C.治療効果を発揮するための通路 
  Ⅲ 経絡の構成 
   １）経脈
    A.⼗⼆経脈
    （１）⼗⼆経脈の分布
    （２）⼗⼆経脈は臓腑に連なる
    （３）⼗⼆経脈の循⾏
    （４）⼗⼆経脈の気⾎の量
    （５）体表に経⽳が分布している
    （６）それぞれに特有の病証がある
    B.⼗⼆経別 
    C.奇経⼋脈 
    （１）督脈 （２）任脈 （３）衝脈
    （４）帯脈 （５）陰蹻脈・陽蹻脈
    （６）陰維脈・陽維脈
     ２）絡脈
    A.⼗五絡脈 
    B.浮絡・孫絡 

     ３）⼗⼆経筋
    A.⼗⼆経筋の循⾏と分布 
    B.⼗⼆経筋の作⽤ 
   ４）⼗⼆⽪部 
  Ⅳ 経絡の病理 
   １）⼗⼆経脈の病証
   ２）是動病と所⽣病

まずは、 

“経絡の概念と機能”

 －経絡とは

  ・経 と 絡
  経：真っ直ぐなたて⽷
    経脈は⼈体の上下の幹線
  絡：⽷でつなぐ
    絡脈は経脈同志を横につなぐ

10 経絡 経絡の概念
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 －経絡の機能

  ・臓腑と⾝体各部 
   および体表をつなぐ
  A.⽣理物質の通路
  B.病邪が伝わり、病態を反映する
  C.治療効果を発揮する

経絡 経絡の機能10

 －経絡の機能

  A.⽣理物質の通路 
  ・営気、衛気、⾎、津液
   ・⾎脈・三焦をめぐる
   ・宗気、原気が推動
   ・⾎脈・三焦は経絡概念に内包

経絡 経絡の機能10

 －経絡の機能

  B.病邪が伝わり病態を反映 
  ・病邪→表(体表) →経絡→裏(体内)
  ・痰湿や内熱なども同様に伝変・波及   
  ・臓腑の機能失調→経絡→腧⽳・各部

経絡 経絡の機能10

 －経絡の機能

  C.治療効果を発揮する 
  ・鍼灸の刺激→経絡→臓腑など
  ・⽣薬の薬効→経絡→臓腑など

経絡 経絡の機能10

   ちょっとまとめ！

  経絡の機能は？
  ・⽣理物質の通路
  ・病邪が伝わる
  ・治療効果を発揮

ここからは、 

“経絡の構成”
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 －経絡の構成

  ・経脈と絡脈に⼤別 
  １）経脈
   A.⼗⼆経脈 B.⼗⼆別絡 C.奇経⼋脈

  ２）絡脈
   A.⼗五別絡 B.⼗⼆経筋 C.⼗⼆⽪部

経絡 経絡の構成10

経絡

経脈

絡脈

正経⼗⼆脈
奇経⼋脈

⼤絡（別絡）＝⼗五別絡
浮絡
孫絡

体表 経筋
⽪部

【 経絡の構成 】

 －経絡の構成 １）経脈

  A.⼗⼆経脈 
  （１）⼗⼆経脈の分布
  （２）⼗⼆経脈は臓腑に連なる
  （３）⼗⼆経脈の循⾏
  （４）⼗⼆経脈の気⾎の量
  （５）体表に経⽳が分布
  （６）それぞれに特有の病証

経絡 経絡の構成10

（１）⼗⼆経脈の分布 
  ・⼿三陰：胸部と上肢前⾯
  ・⼿三陽：頭部・顔⾯と上肢後⾯
  ・⾜三陽：頭部・顔⾯と下肢外側
  ・⾜三陰：胸腹部と下肢内側

経絡 経絡の構成 １）経脈 A.⼗⼆経脈10

太陰
厥陰 

少陰 

太陽 
少陽 

陽明 
← 温灸読本/宮川浩也/医道の⽇本

⽪⽑

⾻

肌⾁

⾎脈

筋

（２）臓腑に連なる 
  ・陰経：臓に属し、腑に絡す
  ・陽経：腑に属し、臓に絡す
     ↓
  ・表裏関係にある臓腑と連絡

経絡 経絡の構成 １）経脈 A.⼗⼆経脈10
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属と絡って？

・臓腑に属するとは… 
 なかを貫いて通っている 
・臓腑に絡するとは… 
 外側を包むように通っている 

温灸読本/宮川浩也/医道の⽇本

⼿太陰肺経 
⼿厥陰⼼包経 
⼿少陰⼼経

⼿
三
陰
経

⼿陽明⼤腸経 
⼿太陽⼩腸経 
⼿少陽三焦経

⼿
三
陽
経

⾜太陰脾経 
⾜厥陰肝経 
⾜少陰腎経

⾜
三
陰
経

⾜陽明胃経 
⾜太陽膀胱経 
⾜少陽胆経

⾜
三
陽
経

⼗⼆正経と三陰三陽

（３）⼗⼆経脈の循⾏ 
  ・⼿三陰経：胸腔内→⼿指の末端
  ・⼿三陽経：⼿指末端→頭顔⾯部
  ・⾜三陽経：頭顔⾯部→⾜趾の末端
  ・⾜三陰経：⾜趾末端→腹腔or胸腔
  ・中焦→⼿太陰肺経→⼗⼆経脈
   →⼿太陰肺経に戻る

経絡 経絡の構成 １）経脈 A.⼗⼆経脈10

流注⽅向は⼤事！
・12本の経脈はつながっている 
・流れている⽅向は⼤切 
     ↓ 
・循⾏⽅向にさすると補法 
・逆⽅向にさすると瀉法 

⼗⼆経脈の⾛⾏と接属部

新版 東洋医学概論/東洋療法学校協会編
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（４）⼗⼆経脈の気⾎の量 
 ・⼗⼆経脈の気⾎の多少は表裏で対応
  →相対的な平衡を保持
 ・太陽経：少気多⾎→少陰経：多気少⾎
 ・少陽経：多気少⾎→厥陰経：少気多⾎
 ・陽明経：多気多⾎→太陰経：多気少⾎

経絡 経絡の構成 １）経脈 A.⼗⼆経脈10

（５）体表に経⽳が分布 
  ・経⽳は、経気の集まるところ
  ・⼗⼆経脈、督・任脈：固有の経⽳
  ・経⽳は、経絡や関連する臓腑の反応
  ・診断点および治療点となる

経絡 経絡の構成 １）経脈 A.⼗⼆経脈10

類経図翼/明・張介賓

    参考に！

 切経という診断⽅法
 ・経脈を撮む・擦る
  →感覚の異常のある部位
  ＝反応点、診断点

（６）特有の病証 
  ・循⾏する部位に応じて特有の病証
  ・関連する臓腑の機能失調による病証
  ・奇経⼋脈・⼗⼆経筋にも関連病証
  ・病証→経絡弁証

11 経絡 経絡の構成 １）経脈 A.⼗⼆経脈
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そもそも証って？
・東洋医学ではカラダのバランス  
 の崩れをタイプ分けする 
・証＝タイプ のようなもの 
・切り⼝はさまざま 
 →五臓、気⾎⽔、外邪… 

   覚えておいて！

 弁証にはいろいろある
 ・各弁証法を使い分ける
  ・⼋綱弁証 ・気⾎津液弁証
  ・臓腑弁証 ・経絡弁証
  ・六経弁証 ・衛気営⾎弁証

B.⼗⼆経別  別⾏する正経

  ・重要な⽀脈 
    ⼗⼆経脈→胸腹部・頭部
  ・循⾏に⼀定の規則性
     四肢→体腔内→体表→頭項部
  ・表裏⼆経の結びつきを強める
  ・経脈と臓腑との連絡を強める

経絡 経絡の構成 １）経脈 B.⼗⼆経別10

C.奇経⼋脈
 ・循⾏に規則性がない 
    臓腑との属絡関係や表裏関係がない

 ・ほとんどは⼗⼆経脈から分れ出る
    性質や作⽤が類似する経絡を統率や調節

 ・⼗⼆経脈間を縦横に交錯して循⾏
 ・⼗⼆経脈の気・⾎を調整する機能

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10

（１）督脈
 ・督脈は陽経の気⾎を調節する作⽤ 
    →⼿⾜三陽経はすべて⼤椎で交会

 ・督脈は陽気を総督する
 ・腎・脳・脊髄・胞宮とも密接な関係

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10
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（２）任脈
 ・両側の陰経は任脈を通じて互いに関係 
    →⾜三陰経は、下腹部で任脈と交会

 ・任脈は陰経に対する調節作⽤
 ・任は胞胎を主る 
    →胞中より起こり⽉経、妊娠、出産を調節

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10

（３）衝脈
 ・⼗⼆経の海 
    →⼗⼆経脈の気⾎を調節する作⽤

 ・⾎を豊富に貯えているため⾎海
 ・⽉経の調節に深く関与 
    →胞宮から起こる

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10

（４）帯脈
 ・上下に⾛る各経脈を束ね調節する 
     季肋部より起こり、帯をしめるように腰部を
     ひとまわり

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10

（５）陽蹻脈・陰蹻脈
 ・下肢と体幹の両側の陰陽を調節 

 ・下肢の内側と外側に分布している陰 
  経と陽経を協調する作⽤

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10
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（６）陽維脈・陰維脈
 ・陰経と陽経をそれぞれ連絡 

 ・陽維脈は全⾝の表と密接な関係
 ・陰維脈は全⾝の裏と密接な関係

経絡 経絡の構成 １）経脈 C.奇経⼋脈10

経絡

経脈

絡脈

正経⼗⼆脈
奇経⼋脈

⼤絡（別絡）＝⼗五絡脈
浮絡
孫絡

体表 経筋
⽪部

【 経絡の構成 】

 －経絡の構成 ２）絡脈

 絡脈 
 ・経脈から分かれて⾛る⽀脈
 ・⼤きなもの＝⼤絡（別絡）＝⼗五絡脈
 ・細かく分かれたもの＝浮絡・孫絡

経絡 経絡の構成 ２）絡脈10

 A. ⼗五絡脈 
 ・⼗⼆正経、任・督脈の絡⽳から＋脾の⼤絡
 ・表裏⼆経の間の連絡を強める
 ・任脈の絡脈→各陰経、督脈の絡脈→各陽経
 ・脾の⼤絡：⾜太陰脾経の⼤包→胸中

 B. 浮絡・孫絡
 ・浮絡：⽪膚表⾯に浮いたように⾒えるもの 
 ・孫絡：細かい絡脈

経絡 経絡の構成 ２）絡脈10
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 －経絡の構成 ３）⼗⼆経筋

 ⼗⼆経筋 
 ・⼗⼆経脈およびそれに関係する絡脈中の気
  ⾎によって滋養される筋⾁組織のこと
 ・全⾝の筋⾁を⼗⼆経脈の分布部位に基づい
  て、⼿⾜の三陰三陽に分けたもの

経絡 経絡の構成 ３）⼗⼆経筋10

 A.⼗⼆経筋の循⾏と分布
  ・四肢末端→筋の豊富な所→⼤関節周囲
  ・⾜の三陽経筋：⾜→頄（頬）に結ぶ
  ・⾜の三陰経筋：⾜→陰器（⽣殖器）に結ぶ
  ・⼿の三陽経筋：⼿→⾓（側頭部）に結ぶ
  ・⼿の三陰経筋：⼿→賁（⼼下付近）に結ぶ

 B.⼗⼆経筋の作⽤
  ・経筋は臓腑とは直接の属絡関係はない 
  ・⼗⼆経筋の病証の多くは運動器系

経絡 経絡の構成 ３）⼗⼆経筋10

－膝痛の治療と経筋
      （明治鍼灸⼤学教授 篠原昭⼆）

・⾜の陽明胃経の経筋
・「滎兪は外経を治し、合は内府を治す」

（『霊枢』邪気蔵府病形篇）

①群：患部を通る滎⽳に⽪内鍼
②群：同じツボに絆創膏のみのニセ鍼
③群：痛みと関連しない隣の経筋上の滎⽳に⽪内鍼

経絡10

滎兪と合って？

・五兪⽳：井、滎、兪、経、合 
      指先 →→→  肘・膝 
・滎兪→外経＝経筋病 
・合→内府＝腑病 

－膝痛の治療と経筋
      （明治鍼灸⼤学教授 篠原昭⼆）

・⾜の陽明胃経の経筋
・「滎兪は外経を治し、合は内府を治す」

（『霊枢』邪気蔵府病形篇）

①群：患部を通る滎⽳に⽪内鍼
②群：同じツボに絆創膏のみのニセ鍼
③群：痛みと関連しない隣の経筋上の滎⽳に⽪内鍼

経絡

      痛み：100→40 
      痛み：100→73 
      痛み：100→82

10

ちなみに…

 ⾜陽明胃経の滎⽳＝内庭 
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 －経絡の構成 ４）⼗⼆⽪部

 ⼗⼆⽪部 
 ・⼗⼆経絡が流注している体表⾯における
  ⽪膚の⽀配領域
 ・⼿⾜の同名経→⽪部の名称は同名＝六⽪部
 ・経脈と絡脈を流れる気・⾎→滋養
 ・⽪部上に現れる症候
  →関係のある経絡と密接な関係

経絡 経絡の構成 ４）⼗⼆⽪部10

 ⼗⼆経脈の病証 
 ・⼗⼆経脈の病証：⼗⼆経脈、関係する臓腑
  の機能が失調することにより現れる証候
 ・属絡関係、⼗⼆経脈の病証の特徴
  →病がどの臓腑・経絡にあるかを判断
 ・経脈の病証
  ①『霊枢』経脈篇の是動病・所⽣病
  ②⼗⼆経脈の病証

経絡 経絡の病理 １）⼗⼆経脈の病証10

 － 本⽇の復習  

 ・経絡の機能を３つ
 ・任脈はなにを主る？
 ・筋⾁と関係が深い経絡の系統
  は何か？

経絡 10


